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今月の集会案内等 

 
お知らせ・お願い 

     9月の予定 
9月12日(日) 和戸教会・佐藤進、さゆり牧師就任式 

  時間 午後3：00 （予定） 

  会場 和戸教会 

  司式 木村太郎牧師(関東教区常任常置委員) 

 【問い合わせ】佐藤進(和戸) ☎0480-32-2112 

 

9月23日(木・休) 第26回アーモンドの会 

  時間 午前10：00～午後0：30 

  会場 ＺＯＯＭによるオンライン懇談会 

  講演 「神に知られているわたしたち」 

  講師 竹村眞知子牧師 

(日本基督教団瀬戸キリスト伝道所) 

     (教団「障がい」を考える小委員会委員長) 

     ※ご夫君は隠退教師で、精神障がい、聴覚 

障がいがある。 

  日程 開会礼拝、講演、グループごとの懇談 

  申込 almond@ykwebinfo.net 

  締切 9月5日(日) 

  ▽参加費無料  

 【問い合わせ】奥田幸平(埼玉新生) ☎048-855-4502 

お知らせ・お願い 

【地区関係】 

 平和を求める8・8集会動画配信のお知らせ 

  8月8日（日）、所沢みくにを会場にして、社会委 

員会主催の平和を求める8・8集会を開催しました。 

宮島牧人牧師(日本基督教団原町田教会)による講 

演「寄留者の隣人に」が行われました。 

参加者は、7教会11名(埼玉地区5教会9名、埼玉 

地区外2教会2名、教会外1名)でした。 

今回は、講演の録画をしましたので、埼玉地区の 

ホームページで動画をご覧になれます。ぜひご覧 

下さい。トップページから、又はメニューの中の 

「報告」の平和を求める8・8集会でご覧下さい。 

【問い合わせ】加藤久幸(所沢みくに) ☎04-2929-0682 

 壮年部からのお知らせ  

主の聖名を賛美します。 

コロナ状況のもと、皆様の健康と平安が守られま 

すように祈っております。 

相変わらず感染者数に収束が見られません。 

よって、 

①9月19日（日）に開催を予定していた壮年部委 

員会を中止いたします。 

②11月に開催予定の「秋の研修会」も中止といた 

します。 

【問い合わせ】市川浩(飯能) ☎042-977-0650 

 

 牧師夫人と女性教職の集いのご案内   

日時 11月23日(火・休) 午前10：00～12：00 

会場 岩槻教会 

開会礼拝説教 棚橋千恵美牧師(越谷) 

立証 澁谷弘祐先生(毛呂) 

講演 「聖餐式の一考察 

（アメリカ17，18世紀における）」 

講師 佐々木佐余子牧師(白岡) 

会費 なし 

食事 なし 

▽今回はコロナ禍のため時間を縮小して開催しま 

す。どうぞ今から覚えていただきご出席くださ 

い。 

【問い合わせ】佐々木佐余子(白岡)  

☎048-794-6935 

 

≪10月、11月の情報をお寄せください≫ 

◎ＦＡＸ：048-979-1057 

◎Ｅメール：toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp 

≪月報がメールで受け取れます≫ 

月報希望、名前、教会名を書いてメールで申込下さい。 

【申し込み＆問い合わせ先】iwasa@bb.mbn.or.jp 

岩佐浩一(上尾合同) 

 6日(月) 教師委員会 

       日野原記念上尾栄光教会 2：00ｐｍ 

 7日(火) 地区委員会 

       大宮教会 5：00ｐｍ 

12日(日) 和戸教会・佐藤進、さゆり牧師就任式 

       和戸教会 3：00ｐｍ 

19日(日) ホームページ委員会 

       西川口教会又はZoom 5：00ｐｍ 

20日(月) ＣＳせいと大会  

⇒ 中止 

23日(木) 第26回アーモンドの会 

       Zoom 10：00ａｍ 

来月の集会案内等 

10月17日(日) 伝道協力協議会 

  時間 午後3：00から 

  会場 上尾合同教会 

  テーマ「教会のつとめ 

 ～コロナ禍によって気づかされたこと～」 

小講演 小林眞地区委員長(岩槻) 

発題者 末永廣地区会計(小川) 

▽参加者は基本的には小規模教会・伝道所が対象 

です。 

 【問い合わせ】大坪直史(熊谷) ☎048-521-6018 

 

10月18日(月) 第3ブロック最寄り婦人研修会 

  時間 午前10：30～11：30 

  会場 オンラインで開催 

  講師 原田彰久牧師(東京聖書学校吉川) 

 【問い合わせ】東京聖書学校吉川 ☎048-982-7616 

 

※ 第７ブロック最寄り婦人研修会 ⇒ 中止 

※ 伝道と賛美の集い ⇒ 中止 

最新の情報は地区ホームページでご覧になれます。  http://www5b.biglobe.ne.jp/~saitama   制作：ホームページ委員会   発行：埼玉地区委員会 
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 ◎問安報告：2教会 

二．書記・補助書記報告 

教会記録審査について確認。 

日時 ７月13日(火) 

場所 熊谷教会 

地区四役他、地区委員（教師）より２名、地区教師委

員２名、合計８名で行う。 

三．会計報告 承認した。 

●主な協議事項 

一．地区委員会主催集会等に関する件 

①伝道協力協議会に関する件 

日時：2021年10月17日(日)15時～ 

会場：上尾合同教会 

テーマ：教会のつとめ ～コロナ禍によって気づかされ

たこと～ 

小講演：小林 眞地区委員長 

発題者：末 永廣地区会計 

その他、三役一任とする。 

以上、可決した。 

二．諸申請に関する件 

・行田教会 関東教区 会堂・牧師館建築緊急貸出基

金借入申請 200万円 

・末 永廣（小川教会） 教区教会互助『緊急互助』

申請 50万円  以上、可決した。 

特集：聖徒の日 

日本基督教団では11月の第１日曜日を「聖徒の日」

としている。これは「諸聖徒の日（オールセインツ－

万聖節）と呼ばれる。 

１世紀末以降多くの殉教者が起こった。各教会ごと

に聖徒を記念して死んだ日にその人の名を付けて礼拝

をしていた。５世紀以降、それまでの聖徒たちの記念

日がまとめられるようになり、１年中のすべての日に

「聖○○の日」と名付けられるようになった。２／１

４は聖ヴァレンタインの日、６／２４は洗礼者ヨハネ

の日、１１／３０は使徒アンデレの日、１２／６は聖

ニコラオスの日など。１日に何人もの名前が残ること 

 

 

となった。 

 ９世紀頃、そこで全部をまとめて１１／１を「諸聖

徒の日（オールセインツ）」と呼び、歴史に名を残さず

とも、信仰を持って死んでいったすべての信徒たちを

記念するために、１１／２を「オールソウルズ－万霊

節」と呼ぶようになった。 

 ところで、ハローウィンとは万聖節（11 月 1 日）

の前夜祭。古代ケルト起源で、秋の収穫を祝い悪霊を

追い出す祭りです。アメリカでは，カボチャをくりぬ

き目鼻口をつけた提灯(ちようちん)を飾り，夜には怪

物に仮装した子供たちが「お菓子をくれなきゃ悪さを

するよ」と言いながら近所を回り、菓子をもらいます。

ということで、こちらは聖書に出てこないことなので、

教会でも幼稚園でも何もしません。 

(埼玉地区ホームページの特集より一部抜粋) 

特集：イースター 

イースターって、どうして日にちが一定じゃないの？ 

 イースターは、イエス・キリストが人間の罪を背負

い十字架にかけられ死んだ後、3 日目によみがえらさ

れた復活を祝う日です。 

 復活された日は週の初めの日(ヨハネ20章)、すなわ

ち日曜日でした。 

復活祭をいつにするかで、いろいろな論議があった

ようですが、最終的には、西暦325年のニカヤ会議で、

「春分の後の第一の満月後の日曜日」と定められまし

た。このため、毎年、日にちが変ってくるのです。 

2021年のイースターは、4月4日でした。ちなみに、

2022年は4月17日、2023年は4月9日、ところが2024

年は3月31日。一般的に、日本の教会の年度は4月か

ら翌年の3月までですので、2023年度は年度中に2回

イースターがあるわけですね。 

(埼玉地区ホームページの特集より一部抜粋) 

 

【郵便振込先口座番号】名称：日本基督教団埼玉地区 

口座番号 ００１３０－２－４１３１２７ 

お知らせ・お願い 

【各個教会関係】 

 川口がん哲学カフェ「いずみ」のご案内  

日時 9月11日(土) 午後１：30～3：30 

会場 西川口教会 

定員 12人 

申込 ＦＡＸ又はメ－ルで申込下さい。 

       FAX：048-258-6630 

      メール：kawaguchiizumicafe@outlook.jp 

▽カフェでは、最初に、樋野興夫先生の言葉の処 

 方箋を紹介します。それから自由な対話をして 

過ごします。 

関心のある方ならどなたも参加できます。 

 【問い合わせ】金田佐久子(西川口) ☎090-8494-6316 

報告：2021 年度第3 回地区委員会 

日時 ７月６日（火）  

会場 大宮教会、出席 10人  

●主な報告 

一．地区内の教会・教師の報告 

◎春季准允式 

・平澤 巧(主) 春日部教会 

・清水義尋(担) 越谷教会 

・竹内真理(担) 深谷西島教会 

◎就任式執行 

・狭山教会 大久保一秋(正) 

・本庄教会 (主)疋田義也(正) 

◎就任式執行予定 

・春日部教会 平澤 巧(補) 

・和戸教会 (主)佐藤 進(正) 

     (担)佐藤さゆり(正) 

・越谷教会 (担)清水義尋(補) 

・深谷西島教会 竹内真理(補) 

◎献堂式 ・行田教会 

意見ご要望もお寄せください｡ FAX:048-979-1057 メール: toyoaki@mvf.biglobe.ne.jp  ◆掲示板用はＢ４に拡大すると見やすくなります。 発行：埼玉地区委員会 


